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０２０２５ １月２９日 雪 良 （２３小倉１）第３日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１０� ウエストハーバー 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５０４－ ６ ５９．６ ４．８�

３３ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４ 荻野 琢真本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４５４－ ４１：００．６６ １５．６�
８１２ アラマサスチール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２－１４１：００．７クビ ３２．３�
４４ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ６１：００．８� ３６．６�
７９ � シゲルテイトク 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 米 Bob Austin &

Dan Buchman B５５０＋ ２１：０１．０１� １．８�
８１１ スズカラッシュ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５２± ０１：０１．１� ６６．４�
６７ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４４４＋ ４１：０１．２� ３．４	
５６ レ オ ミ ヤ ビ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３８－ ２１：０１．９４ １６６．４

１１ テイエムヒットンダ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４５８－１０１：０２．０クビ ９７．３�
５５ ナリタワイルド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９６－ ８１：０２．３２ ７１．１
６８ サクラピュアハート 牝３鹿 ５４ 丸山 元気�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 伊藤 敏明 ４１８－１２１：０３．３６ ７１．５�
２２ ミスターガラメキ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�野 哲氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 ４２２－ ２１：０５．３大差 ９５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９，２９０，８００円 複勝： ２２，０３０，９００円 枠連： ７，２９５，３００円

普通馬連： １７，５５５，１００円 馬単： １７，５６２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，４８３，８００円

３連複： ３１，３２７，２００円 ３連単： ５６，４８７，２００円 計： １７２，０３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２４０円 � ４４０円 � ９４０円 枠 連（３－７） ８４０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，４２０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� １１，６００円 ３ 連 単 ��� ４０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ９２９０８ 的中 � １５３３２（３番人気）
複勝票数 計 ２２０３０９ 的中 � ２８７５７（３番人気）� １２８２４（４番人気）� ５３７１（５番人気）
枠連票数 計 ７２９５３ 的中 （３－７） ６４４３（３番人気）
普通馬連票数 計 １７５５５１ 的中 �� ５９３７（６番人気）
馬単票数 計 １７５６２１ 的中 �� ３５９８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０４８３８ 的中 �� ３９４１（６番人気）�� １７９４（１１番人気）�� １１７４（１６番人気）
３連複票数 計 ３１３２７２ 的中 ��� １９９４（２６番人気）
３連単票数 計 ５６４８７２ 的中 ��� １０１８（９７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．２―４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３６．１
３ ・（１０，１１）９－（７，１２）（４，３）（１，６）８－５＝２ ４ １０（１１，９）－１２（７，３）－４（１，６）－８－５＝２

勝馬の
紹 介

�ウエストハーバー �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Vice Regent デビュー ２０１０．８．８ 小倉１２着

２００８．５．１３生 牡３栗 母 Harbor Springs 母母 Tinnitus ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスターガラメキ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。

０２０２６ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第２競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１１ タガノエテルネル �３鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４± ０１：４９．１ ４．２�

７１４ ビ ー ム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５１０－１０１：４９．２� ２．７�
５１０ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７８± ０１：５０．０５ １３．１�
６１２ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：５０．９５ ６．４�
４８ ベストピッチ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４６２－ ６１：５１．１１� １２７．３�
２４ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６０＋ ４１：５１．３１� ３８．４�
７１３ ブラジルジャクー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 浦河 岡崎牧場 ４８６－ ４１：５１．５１� ２５．８	
８１５ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４６６－ ２１：５１．６クビ ５．７

４７ カネトシパシュート 牡３栗 ５６ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４９６＋２８ 〃 アタマ １２３．８�
５９ ディープタッチ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平深見 敏男氏 田所 秀孝 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８２＋１０ 〃 アタマ ２４．６�

３５ プロパティー 牡３黒鹿５６ 田中 健深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 山際 智 B４６０± ０１：５１．７� ６５．２
２３ フォーカルシャイン 牝３黒鹿５４ 上野 翔 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ４１：５２．１２� １７．４�
１２ アナクレオン 牡３栗 ５６ 田中 博康伊藤 信之氏 上原 博之 日高 豊洋牧場 ４３６－ ２１：５２．５２� ７８．９�
１１ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４３８－ ２１：５２．９２� ７４．８�
３６ シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４５６＋ ４１：５３．６４ ７１．２�
８１６ トモロスリリング 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 B４６６－ ２１：５４．２３� １４３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，６２２，０００円 複勝： １５，３９０，３００円 枠連： ７，４２２，８００円

普通馬連： １７，２３７，２００円 馬単： １３，８３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２９２，１００円

３連複： ２６，９１９，１００円 ３連単： ４１，３８３，６００円 計： １４０，１０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ３３０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９１０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� １３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ８６２２０ 的中 � １６２３８（２番人気）
複勝票数 計 １５３９０３ 的中 � ２８９０４（２番人気）� ５０１９７（１番人気）� ８１７８（５番人気）
枠連票数 計 ７４２２８ 的中 （６－７） １６８５７（１番人気）
普通馬連票数 計 １７２３７２ 的中 �� １７３５０（１番人気）
馬単票数 計 １３８３８２ 的中 �� ６０２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２９２１ 的中 �� ８４４６（１番人気）�� ２３３８（９番人気）�� ３４６７（７番人気）
３連複票数 計 ２６９１９１ 的中 ��� ７０７７（４番人気）
３連単票数 計 ４１３８３６ 的中 ��� ２３０８（２３番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．６―１２．１―１３．７―１３．７―１３．３―１２．８―１２．４―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１８．２―３０．３―４４．０―５７．７―１：１１．０―１：２３．８―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．１
１
３
１４（１１，１３）（１０，１２，１５）１（４，６）（３，９）－８－７，２（５，１６）
１４（１１，１３）（１０，１２，１５）６（３，４）（１，７）８，９（２，５）－１６

２
４
１４，１１（１，１０，１３）（１２，１５）（３，４，６）（８，９）７－（２，５）１６
１４，１１－（１０，１２）１３（４，１５）３，７（８，６）５（１，９）２－１６

勝馬の
紹 介

タガノエテルネル �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１２．５ 阪神４着

２００８．４．６生 �３鹿 母 オーベルジュ 母母 タガノラピス ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トモロスリリング号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※フォーカルシャイン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第１回　小倉競馬　第３日



０２０２７ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ２１：０９．５ ９．６�

３５ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 丹内 祐次小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４６８－ ２１：０９．８２ ５．１�
７１４ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４１８－ ４１：１０．０１� ５．７�
６１１ ミサノグリーン 牝３栗 ５４ 丸山 元気斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４２６＋１０ 〃 ハナ ９．９�
８１８ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ３６．６�
１２ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４０± ０１：１０．１クビ ４．６	
１１ ナンゴクチョウチョ 牝３芦 ５４ 鮫島 良太渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１６± ０１：１０．２� ５８．６

４８ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５４ 北村 友一青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４２＋２８１：１０．３� ６．４�
２３ ナンクルナイサ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４３０＋ ４１：１０．４� １５７．３�
５９ シャコーフィーユ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人白井 岳氏 矢野 照正 日高 新井 昭二 ４１６＋ ４１：１０．６１� ３４０．８
７１５ レモンバーベナ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 斉藤英牧場 ４４４＋ ６ 〃 クビ ２２２．０�
８１６ メイショウエデン 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４２２－ ６１：１０．８１ １２．１�
４７ スサーナトウショウ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８＋ ４１：１１．０１� ３０．３�
７１３ アースエンブレム 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３６＋ ２ 〃 クビ ３０．３�
５１０ タキシードカメン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新冠 長浜 忠 ４３２＋ ４ 〃 ハナ ４９．７�
３６ システーナブルー 牝３青鹿５４ 丸田 恭介 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４２４－２２１：１１．２１ ２１．２�
６１２ エイシンピンキー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４３８－ ４１：１１．７３ ７０．２�
８１７ レットミーノー 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム ４５６－ ６１：１１．９１� ４５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，８５８，８００円 複勝： １７，２５１，０００円 枠連： ８，１１０，８００円

普通馬連： ２１，８３４，０００円 馬単： １５，８１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８２７，８００円

３連複： ３４，６１９，６００円 ３連単： ４９，７５１，９００円 計： １６９，０６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３８０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（２－３） ３，４５０円

普通馬連 �� ４，３８０円 馬 単 �� ７，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １，０９０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ６３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ９８５８８ 的中 � ８１０９（５番人気）
複勝票数 計 １７２５１０ 的中 � １０２４６（７番人気）� ２３１２２（３番人気）� ２７１０３（２番人気）
枠連票数 計 ８１１０８ 的中 （２－３） １７４０（１６番人気）
普通馬連票数 計 ２１８３４０ 的中 �� ３６８５（１５番人気）
馬単票数 計 １５８１１８ 的中 �� １５０５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８２７８ 的中 �� １９６１（１６番人気）�� ２６４９（１２番人気）�� ４６１２（３番人気）
３連複票数 計 ３４６１９６ 的中 ��� ２８３３（２５番人気）
３連単票数 計 ４９７５１９ 的中 ��� ５７５（１９０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．３―１１．８―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．１―４５．９―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．４
３ ・（４，５）（８，１３，１４）２（６，１０，１８）３，１５，１１，１２（９，１６）１－７，１７ ４ ・（４，５，１４）２，８（３，６，１０，１３，１８）（１１，１５）－（９，１６）（１，１２）－７－１７

勝馬の
紹 介

メジロミョウホウ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．９．１１ 中山６着

２００８．３．１生 牝３鹿 母 メジロラング 母母 メジロタカチホ ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 グランドツーリング号・シゲルトウカツカン号・トップルビー号・ラガーフォーラム号
（非抽選馬） ３頭 クリノミッキー号・タイキフローリス号・ミスターマスタード号

０２０２８ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５１０ コウエイオトメ 牝３鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２＋ ８１：５１．７ ８．６�

４８ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４１２－１０ 〃 クビ ３０．８�
１２ クーファセクメト 牝３鹿 ５４ 北村 友一大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５１．９１� １．９�
３５ マイネロサリラ 牝３青 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ４４８－１２１：５２．３２� ８．８�
２４ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４６－１０１：５２．５１ ２１．８�
６１１ ディヴァインクレア 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池江 泰郎 新ひだか 矢野牧場 ４１６－ ８１：５２．６� ４０．８�
７１３ ラ ソ ワ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４１６＋ ２１：５２．９２ １７５．１	
２３ ニシノテキーラ 牝３鹿 ５４ 田中 健西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ８．７

５９ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５６－１４１：５３．０クビ １００．１�
４７ トーセンクリオネ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４１２＋ ６１：５３．１� ２６５．０

３６ ヒデノシリウス 牝３栗 ５４ 荻野 琢真井之口二三雄氏 中尾 秀正 浦河 富田牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ２３２．９�
６１２ ブロードピーク 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４００－ ２ 〃 アタマ ４．７�
７１４ ヤマノアサカゼ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム ４２６＋ ８ 〃 アタマ １４６．２�
１１ クーファバステト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４１８－１２１：５３．４２ １１５．０�
８１５ ファランギース 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３４－ ２１：５３．６１� ８０．６�
８１６ メイショウブブゼラ 牝３栃栗５４ 小島 太一松本 好雄氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 ４０４－ ２１：５５．９大差 ２３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１４７，８００円 複勝： １７，１５４，７００円 枠連： ７，１２０，０００円

普通馬連： ２１，３００，１００円 馬単： １８，４９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７２８，１００円

３連複： ３３，７３１，８００円 ３連単： ５０，５６８，５００円 計： １７３，２４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２４０円 � ５００円 � １２０円 枠 連（４－５） ７，７８０円

普通馬連 �� １１，２００円 馬 単 �� ２３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５７０円 �� ４８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� ７４，７９０円

票 数

単勝票数 計 １３１４７８ 的中 � １２１１５（３番人気）
複勝票数 計 １７１５４７ 的中 � １５６４９（４番人気）� ６１３７（７番人気）� ５７３２６（１番人気）
枠連票数 計 ７１２００ 的中 （４－５） ６７６（２０番人気）
普通馬連票数 計 ２１３００１ 的中 �� １４０４（２８番人気）
馬単票数 計 １８４９０８ 的中 �� ５７８（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７２８１ 的中 �� １０５２（２６番人気）�� ６５６４（４番人気）�� ３２４７（９番人気）
３連複票数 計 ３３７３１８ 的中 ��� ３７０４（１８番人気）
３連単票数 計 ５０５６８５ 的中 ��� ４９９（２０５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１３．１―１３．３―１３．１―１２．７―１２．３―１１．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．２―５０．５―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．６―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４
１
３
１３，１４，８，１０（２，７，１１，１２）（４，６，９，１５）３（５，１６）－１・（１３，１４，１０）（８，５）（２，１１）（１２，１６）（４，７）（１５，１）（６，９，３）

２
４
１３，１４（８，１０）（２，７，１１）（４，６，９，１２）１５（３，１６）５－１・（１３，１４）（８，１０）（２，５）（４，１１）（６，７）１２（９，１５，１）（１６，３）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都６着

２００８．２．２７生 牝３鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウブブゼラ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 テイエムオニキス号・フォーカルシャイン号



０２０２９ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第５競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ サクラナスカ 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４１８＋ ２ ５９．９ ２．３�

７１２� トゥインクルスノー 牝４鹿 ５４ 黛 弘人トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４５４＋ ６１：００．２２ ３５．５�
８１４ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４６＋１８１：００．４１� １１．２�
４５ スズカローゼ 牝４鹿 ５４ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１２＋１８ 〃 アタマ １１．７�
４６ ア ム ネ リ ス 牝６鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６８± ０１：００．５� ９．０�
６９ メリュジーヌ 牝５鹿 ５５ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４６０＋ ４１：００．６クビ １１．７	
８１３ メイショウスズラン 牝４栗 ５４

５３ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ １２．２

１１ � シーガルプリンセス 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：００．８１� ５．８�
６１０� サンマルフラワー 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４６６＋ ４ 〃 クビ １５６．１�
５８ � カラフルパレット 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４８０± ０１：００．９� １５．１
７１１ デステニーアロー 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４２４＋ ６ 〃 アタマ ６８．０�
３３ ユニラテラリズム 牝４青鹿５４ 中舘 英二池谷 誠一氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 ４７８－１６１：０１．３２� ２０．１�
２２ ワ シ リ ー サ 牝４鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ４５４＋ ８１：０１．４� ５１．５�

３４ � エーシングラマラス 牝４黒鹿５４ 安藤 光彰中島 稔氏 境 征勝 浦河 栄進牧場 ４０２＋１２１：０２．３５ ３１９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，８０４，１００円 複勝： １９，８０１，１００円 枠連： ７，８３４，４００円

普通馬連： ２３，８５３，８００円 馬単： １９，３４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１７１，２００円

３連複： ３７，８０４，８００円 ３連単： ５９，５８７，９００円 計： １９３，１９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ５６０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ２，７１０円

普通馬連 �� ３，７７０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ５００円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ８，８９０円 ３ 連 単 ��� ３８，７２０円

票 数

単勝票数 計 １１８０４１ 的中 � ４２０５５（１番人気）
複勝票数 計 １９８０１１ 的中 � ５７６８４（１番人気）� ６８２７（１０番人気）� １３４０３（５番人気）
枠連票数 計 ７８３４４ 的中 （５－７） ２１３５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２３８５３８ 的中 �� ４６７７（１１番人気）
馬単票数 計 １９３４１４ 的中 �� ２０９３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１７１２ 的中 �� ２５１４（１１番人気）�� ７０１４（３番人気）�� ９８２（４１番人気）
３連複票数 計 ３７８０４８ 的中 ��� ３１４１（３２番人気）
３連単票数 計 ５９５８７９ 的中 ��� １１３６（１３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．６
３ ・（１，９）－（３，７）（１３，１４）５，６（２，１１，１２）１０－（４，８） ４ ・（１，９）７，１４（３，５）（６，１３，１２）１１，２，１０，８－４

勝馬の
紹 介

サクラナスカ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．７ 京都２着

２００６．６．３生 牝５黒鹿 母 サクラコンドル 母母 ローラローラ １５戦３勝 賞金 ３７，０２０，０００円

０２０３０ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第６競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５６ 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５６－ ４１：４７．２ ５．９�

１１ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９２－ ８１：４７．４１ ２．９�
８１５� イノセントリーサム 牡４栗 ５６ 古川 吉洋平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３８＋ ８１：４７．６１� ６４．４�
４７ � モエレジュンキン 牡４鹿 ５６ 黛 弘人鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５４＋ ６１：４７．７� ６．７�
５１０ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５７ 丸山 元気福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７４＋１０１：４７．８� ６．９�
２３ トウカイパラダイス 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５１４＋ ８１：４８．１２ ８．２�
６１１ リリーストライカー 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９６－ ６ 〃 ハナ ９．９�
３６ アッシュール 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７０± ０１：４８．２クビ １８．８	
２４ ディアユウキ 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４６２＋ ４１：４８．４１� １１９．０

８１６ カズノタイショウ 牡４栗 ５６

５５ ☆松山 弘平鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４６８＋ ２１：４９．１４ ３２．８�
３５ ベルモントパッシオ 牡６青鹿５７ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５２６＋１０ 〃 アタマ ２４６．０
５９ エーシンポルックス 牡４芦 ５６ 北村 友一�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４９４＋２６１：４９．８４ １１．７�
１２ タガノキャプテン 牡４栗 ５６ 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８± ０１：５０．３３ ９６．６�
７１３ フーカットザチーズ 牝４芦 ５４ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 ハナ ７１．４�
７１４ コウセイベイビー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４５６－ ４１：５０．８３ ７０６．５�
６１２� クリノユメヲ 牝４鹿 ５４

５１ ▲水口 優也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 加藤ステーブル ４０８－ ６１：５０．９クビ ４９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９２２，９００円 複勝： １９，１２７，６００円 枠連： ７，９６６，０００円

普通馬連： ２３，６４８，７００円 馬単： １６，６５８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０７４，７００円

３連複： ３４，８５３，４００円 ３連単： ５３，８１３，２００円 計： １８１，０６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １，０００円 枠 連（１－４） ４３０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４，２１０円 �� ２，７１０円

３ 連 複 ��� １６，３３０円 ３ 連 単 ��� ８４，５００円

票 数

単勝票数 計 １１９２２９ 的中 � １６１０５（２番人気）
複勝票数 計 １９１２７６ 的中 � ２５２９４（２番人気）� ５１１４１（１番人気）� ３３０８（１０番人気）
枠連票数 計 ７９６６０ 的中 （１－４） １３７２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３６４８７ 的中 �� １６６７１（２番人気）
馬単票数 計 １６６５８２ 的中 �� ４９９８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０７４７ 的中 �� ８９４９（１番人気）�� ７１５（４０番人気）�� １１２０（２８番人気）
３連複票数 計 ３４８５３４ 的中 ��� １５７６（５３番人気）
３連単票数 計 ５３８１３２ 的中 ��� ４７０（２７５番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．２―１１．７―１３．４―１３．３―１２．８―１２．６―１２．４―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．８―２９．５―４２．９―５６．２―１：０９．０―１：２１．６―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３
７（８，１６）（１，３，９）－（５，１１）－（４，１５）（１２，１３）１４，６（２，１０）
１０（７，８）（１，１１）１６，１５（３，９）（５，４，１３）６，１４（１２，２）

２
４
７，８（１，１６）（３，９）（５，１１）（４，１５）（１２，１３）（６，１４）－（２，１０）・（１０，７）（１，８，１１）１５，３（１６，４）（５，９）６（１２，２，１３）－１４

勝馬の
紹 介

ニシノサンタロウ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．５．２３ 東京８着

２００７．４．８生 牡４黒鹿 母 ニシノバンダナ 母母 ノ リ ダ ナ ９戦２勝 賞金 １６，０５０，０００円



０２０３１ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第７競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

６９ ア サ ギ リ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二青木 基秀氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田原橋本牧場 ５２６－ ２ ５８．８ １．８�

８１４ シゲルシゲザネ 牡４鹿 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４９０± ０ ５９．０１ ２．８�
４６ ダノンフリーデン 牡４鹿 ５６ 丸山 元気�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８＋ ２ ５９．７４ １７．３�
４５ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ８７．４�
７１２ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５１０＋ ８ ５９．９１� ３１．２�
３４ グラスヴィクター 牡４鹿 ５６ 嘉藤 貴行半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４８４＋１４１：００．０� １４８．８	
３３ ハートフルボディ 牝４鹿 ５４ 太宰 啓介西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４７６－ ６１：００．３１� ３５．３

２２ ファーストメジャー 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４８０＋ ６１：００．４クビ ２４．６�
５７ キクノフェーデ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１４＋１４１：００．５� ２２．３�
７１１ メジロライダー 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ６２．６
５８ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 西田雄一郎桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ４０２＋ ４１：００．６� ２０２．５�
１１ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７４＋ ２１：００．７� ６３．１�
８１３� カシノハクリュウ 牡４芦 ５６

５３ ▲川須 栄彦柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５３０－ ８１：０１．１２� １５．２�
６１０� スプリングプラハ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９８－ ６１：０３．１大差 １７８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，５１１，４００円 複勝： ３７，６６７，５００円 枠連： ７，１３３，５００円

普通馬連： ２２，８８９，４００円 馬単： ２３，４８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５９３，０００円

３連複： ３４，６３８，９００円 ３連単： ７１，１５５，２００円 計： ２２１，０７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（６－８） １７０円

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ４２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １１５１１４ 的中 � ５２６２０（１番人気）
複勝票数 計 ３７６６７５ 的中 � ２５２６５２（１番人気）� ６３１２９（２番人気）� １０４１７（３番人気）
枠連票数 計 ７１３３５ 的中 （６－８） ３２３７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ２２８８９４ 的中 �� １０００９６（１番人気）
馬単票数 計 ２３４８９９ 的中 �� ６９４５０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５９３０ 的中 �� ４４９６３（１番人気）�� ５１２８（２番人気）�� ３７２７（７番人気）
３連複票数 計 ３４６３８９ 的中 ��� ２８９３４（１番人気）
３連単票数 計 ７１１５５２ 的中 ��� ２５６３９（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．４―３５．０―４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．４
３ ・（９，１４）（６，１３）（２，５，７）１２，１，３（４，１１）（８，１０） ４ ９，１４，６（２，５，１３，７）１２－１（４，３）１１，８，１０

勝馬の
紹 介

ア サ ギ リ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１２．２７ 中山４着

２００６．４．２２生 牡５鹿 母 センセーショナル 母母 センスオブリズム １１戦２勝 賞金 ２０，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングプラハ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アンジェリークダダ号・トウカイシグナル号

０２０３２ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 ９００，０００
９００，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４８ エアキリヤン �６鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８１：４８．７ １０．６�

６１２ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４７４－ ５１：４８．８� １９．１�

４７ ホークウィンザー 牡６芦 ５７ 古川 吉洋小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ １０．０�
６１１ イ オ ス 牝４鹿 ５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４８．９� ５．０�
７１４� グレートビンテージ 牡４青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平臼田 浩義氏 鈴木 孝志 日高 メイプルファーム ４４０＋ ２ 〃 同着 ２５．６�
５１０ ウェザーサイド 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ７．６�
８１６ メイショウボナール 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４６２－１４１：４９．０クビ ２０．３	
７１３ ロスペトリュス 牡６栗 ５７ 上村 洋行山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ４ 〃 クビ ８．２

３６ オメガブルーグラス �４栗 ５６ 太宰 啓介原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：４９．１クビ １９．２�
８１５	 ベストプロジェクト 牡６栗 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd B４９８± ０ 〃 アタマ ６．３�
２４ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４４０＋ ２１：４９．４１
 １１９．６
１２ トーセンウィン 牡４黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ５０６＋１０ 〃 クビ ３９．１�
２３ マイサイドキック 牡６栗 ５７ 大野 拓弥井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５２８＋１２１：４９．５クビ １６．１�
１１ シンセサイザー 牡６黒鹿５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４６２＋１８ 〃 クビ ９．８�
３５ � ファコンドー 牡４栗 ５６ 田中 博康赤沼 秀典氏 牧浦 充徳 新冠 カミイスタット ４５２＋ ４１：４９．６クビ ２１０．３�
５９ 	 ジャイアントラック 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎中村 浩章氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ５１８± ０１：４９．８１� １７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９７８，９００円 複勝： １７，１０３，６００円 枠連： １０，０２０，０００円

普通馬連： ２６，５０３，８００円 馬単： １８，５２０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５４４，３００円

３連複： ４２，４９８，９００円 ３連単： ６５，８５０，３００円 計： ２０４，０２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３７０円 � ６３０円 � ２４０円 枠 連（４－６） １，３１０円

普通馬連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３３０円 �� １，４４０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ２９，８８０円 ３ 連 単 ��� １７８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ９９７８９ 的中 � ７４３７（７番人気）
複勝票数 計 １７１０３６ 的中 � １２０９９（６番人気）� ６３９４（１１番人気）� ２１４７８（２番人気）
枠連票数 計 １００２００ 的中 （４－６） ５６５２（６番人気）
普通馬連票数 計 ２６５０３８ 的中 �� ３５５０（２８番人気）
馬単票数 計 １８５２０５ 的中 �� １１０９（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５４４３ 的中 �� １４３０（３４番人気）�� ２３５７（１６番人気）�� １００３（５３番人気）
３連複票数 計 ４２４９８９ 的中 ��� １０５０（１３３番人気）
３連単票数 計 ６５８５０３ 的中 ��� ２７２（８１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．９―１２．３―１３．０―１２．８―１２．１―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３５．３―４７．６―１：００．６―１：１３．４―１：２５．５―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３
１
３

・（１，８）（４，６）１２（２，１０，１１）－（７，１６）（１３，１５）－３（５，１４）－９
８（４，１，６）（１２，１１）（２，１０，７）１６（３，１３）１５（５，１４）９

２
４

８，１－（４，６）１２（２，１０，１１）－（７，１６）（１３，１５）－（３，１４）－（５，９）
８（１，６）１２（４，１０，１１）７（２，１６）３（１３，１５）（５，１４）９

勝馬の
紹 介

エアキリヤン �
�
父 エアエミネム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１０．８ 東京５着

２００５．５．１生 �６鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム ２２戦３勝 賞金 ３５，４２０，０００円
〔発走状況〕 シンセサイザー号は，発走地点で馬装整備。発走時刻５分遅延。
〔制裁〕 シンセサイザー号の調教師畠山吉宏は，馬装（鼻革の切損）について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。

グレートビンテージ号の騎手松山弘平は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影
響）
マイネルインゼル号の騎手丹内祐次は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

〔その他〕 シンセサイザー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シンセサイザー号は，平成２３年３月２９日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クリアキー号・ショウナンカガリビ号・ニシノマナザシ号・マルタカハンター号



０２０３３ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第９競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

４７ キーネプチューン 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４７０－１４２：３７．６ ６．７�

２３ シルクコスモス 牡４栗 ５６ 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４６４－ ２２：３７．７� ２４．８�
３５ トレジャーバトル 牡５栗 ５７ 中舘 英二青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７６－ ６２：３７．９１ ２．３�
６１１ マルティニーク 牡４鹿 ５６ 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８ 〃 クビ ６．２�
５８ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 丸山 元気久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８０± ０２：３８．０� １２．９�
１１ スペシャルイモン 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １４．６�
８１５ マイネルトレース 牡４栗 ５６ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８４＋ ２２：３８．８５ ７．６

２２ スターダムオーラ 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５４０± ０２：３８．９クビ ２３．８�
５９ アカシローレル 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４６２± ０２：３９．０� １６．７�
４６ � チュウワキング 牡６鹿 ５７ 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 英 D. J. and

Mrs Deer ４６６＋ ４２：３９．３１� １７０．５
７１２ テイエムバゴオー 牡４黒鹿５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８６＋ ６２：３９．４� ４２．６�
３４ � タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 古川 吉洋鈴木 昭作氏 田中 章博 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８４－ ６ 〃 クビ ５８．５�
７１３ メジロフランクリン 牡４鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４９８－ ４２：３９．６� ９１．３�
８１４ ウインステルス 牡７栗 ５７

５６ ☆松山 弘平	ウイン 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド ５１８－ ６２：４０．０２� ８４．２�
６１０ ゼットチャンプ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９２－ ２２：４０．５３ ７１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，４７２，９００円 複勝： ２５，６４５，３００円 枠連： １０，２９４，１００円

普通馬連： ３２，１９０，９００円 馬単： ２３，０６０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２８５，７００円

３連複： ４９，０４５，８００円 ３連単： ８１，３３９，５００円 計： ２５２，３３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２００円 � ３９０円 � １３０円 枠 連（２－４） ３，４１０円

普通馬連 �� ４，８８０円 馬 単 �� １０，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ３８０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� ３９，４５０円

票 数

単勝票数 計 １４４７２９ 的中 � １７２２２（３番人気）
複勝票数 計 ２５６４５３ 的中 � ３２１１１（２番人気）� １１９１２（８番人気）� ７７８５１（１番人気）
枠連票数 計 １０２９４１ 的中 （２－４） ２２３０（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３２１９０９ 的中 �� ４８７８（１８番人気）
馬単票数 計 ２３０６０５ 的中 �� １７０１（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２８５７ 的中 �� ２６６３（１７番人気）�� １１７８４（２番人気）�� ３６８５（９番人気）
３連複票数 計 ４９０４５８ 的中 ��� ７９３８（１１番人気）
３連単票数 計 ８１３３９５ 的中 ��� １５２２（１０７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．２―１３．６―１３．６―１３．７―１４．６―１２．７―１２．５―１２．９―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２５．０―３８．２―５１．８―１：０５．４―１：１９．１―１：３３．７―１：４６．４―１：５８．９―２：１１．８―２：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F５１．２―３F３８．７
１
�
・（５，１２）１４（１，１１）（３，１３）（６，１０）（２，７）（４，９）＝８，１５・（７，９）（５，１２，１４，１３）（３，１，４，１５）６，１０（１１，８）２

２
�
・（５，１２）１４（１，１１）１３（３，６，１０）（２，７，９）－４，１５，８
７（５，９）（３，１２，１５）（１４，１３）（１，８）（１１，６，４）２，１０

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キーネプチューン �
�
父 トワイニング �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１２．２７ 阪神９着

２００６．５．２９生 牡５鹿 母 ダンシングユキエ 母母 ヒダカマルソー １７戦２勝 賞金 ２３，９４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

０２０３４ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第１０競走 ２，０００�
せ ふ り さ ん

背 振 山 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４７ バウンシングライト 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：５９．１ ５．４�

６１１ ツルミプラチナム 牡４黒鹿５６ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ８．２�
８１５ エクスペディション 牡４栗 ５６ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ６１：５９．５２� ２．２�
３４ ニシノマナザシ 牡４芦 ５６ 上村 洋行西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ４１：５９．６� ７．０�
２２ ロックンロール 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ５２８± ０１：５９．７� ４４．２�
５８ ダノンインスパイア 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６１：５９．８� １３．０	
１１ ウォーボネット 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４８２＋１２１：５９．９クビ ２９．９

６１０ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５８＋ ４２：００．２２ ８．６�
４６ エーシングレーソロ 牡６芦 ５７ 古川 吉洋�栄進堂 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ５０４－ ２２：００．４１� ２４．３�
５９ マーベラスブレイド �６黒鹿５７ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－ ４ 〃 ハナ ８８．３
２３ ディビデンド 牡６栗 ５７ 赤木高太郎加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ５２４－ ２２：００．５� ５７．８�
３５ ワキノレジェンド 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４８２－ １２：００．６クビ １６６．４�
７１３� カワキタライジン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３９．７�
８１４ ヤマニンアロンディ 牝９栗 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０２：０１．０２� ４１５．９�
７１２ メイショウグラード 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 B４９６－ ６２：０１．１� ２３５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５７２，１００円 複勝： ２８，９０８，３００円 枠連： １３，０２４，６００円

普通馬連： ４４，３６６，８００円 馬単： ２８，５７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７６３，３００円

３連複： ５８，９７１，６００円 ３連単： １１３，２９８，８００円 計： ３２２，４７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（４－６） ７７０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ４，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ３１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� １５，６６０円

票 数

単勝票数 計 １６５７２１ 的中 � ２４２７４（２番人気）
複勝票数 計 ２８９０８３ 的中 � ４５０６４（２番人気）� ２９７２５（４番人気）� ７７０１６（１番人気）
枠連票数 計 １３０２４６ 的中 （４－６） １２６０８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４３６６８ 的中 �� １２３２０（９番人気）
馬単票数 計 ２８５７１０ 的中 �� ４５６４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７６３３ 的中 �� ５５１５（９番人気）�� １６７４７（１番人気）�� ９４７０（４番人気）
３連複票数 計 ５８９７１６ 的中 ��� ２６７０１（１番人気）
３連単票数 計１１３２９８８ 的中 ��� ５３４０（３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．４―１２．０―１２．３―１２．５―１１．６―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．５―４７．９―５９．９―１：１２．２―１：２４．７―１：３６．３―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．４
１
３
１１，７（４，１３）（８，１５）（２，１０，１２）－（３，６）１４，９（１，５）
１１（７，１３，１５）４（８，１０，１２）（２，６）（１，１４）３，９，５

２
４
１１＝７（４，１３）（８，１５）（２，１０，１２）６（３，１４）（１，９）５・（１１，７）（４，１５）（２，８，１３）１０（１，１２，６）９（３，１４）５

勝馬の
紹 介

バウンシングライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．５．１８ 東京２着

２００５．２．１５生 牡６栗 母 ベビーグランド 母母 ホワットケイティーディド ８戦２勝 賞金 ２３，５１８，０００円
※ニシノマナザシ号・ヤマニンアロンディ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０２０３５ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第１１競走 ��１，７００�
め か り

和 布 刈 特 別
発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ メイショウダグザ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８０＋ ８１：４５．０ ４．８�

２３ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４７６－ ４１：４５．６３� １２．０�
６１２ タマビッグボス 牡４青鹿５６ 勝浦 正樹玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５０８＋ ２１：４５．８１� １９．９�
８１５ エリモアラルマ 牡５鹿 ５７ 松山 弘平山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B５０４＋ ８１：４５．９� １３．２�
４７ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 赤木高太郎當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２２± ０１：４６．１１� ４．２�
８１６ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５７ 田中 博康池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４８０± ０１：４６．８４ １４．４	
２４ タガノジョーカー 牝４栗 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４６６＋ ６１：４７．５４ ４１．２

３５ 	 キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４９０＋ ２１：４７．７１� ２．７�
１２ ワキノキルシェ 牝６青鹿５５ 長谷川浩大脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ４０４－１４１：４７．８� ３６３．６�
１１ カシノブレイヴリ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 田所 秀孝 浦河 山下 恭茂 ５２８－ ６１：４７．９� ２７０．７
４８ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 古川 吉洋渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０８－ ２ 〃 ハナ ７６．５�
６１１
 ワールドブルー 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ５１０＋２８１：４８．１１� ７４．０�
３６ シゲルタダカツ 牡４栗 ５６ 上村 洋行森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１８－ ６ 〃 アタマ ２０４．２�
７１３ ヴェイルドクリス 牝６青鹿５５ 川須 栄彦 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：４８．４１� ５８．０�
５１０ レッドボルサリーノ 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２４－ ２ 〃 クビ １４．２�
７１４	 トミケントラスト 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５４６± ０１：５０．４大差 ３５８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８６６，５００円 複勝： ３９，６９２，４００円 枠連： ２５，４８３，１００円

普通馬連： １１０，８７７，３００円 馬単： ５９，１７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３１４，４００円

３連複： １３１，２０５，１００円 ３連単： ２４９，００２，５００円 計： ６７４，６１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � ４４０円 枠 連（２－５） １，４１０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� １，１９０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� １０，２５０円 ３ 連 単 ��� ４７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２４８６６５ 的中 � ４１６７４（３番人気）
複勝票数 計 ３９６９２４ 的中 � ６２７９５（３番人気）� ３０５５０（４番人気）� ２０９５４（８番人気）
枠連票数 計 ２５４８３１ 的中 （２－５） １３３３８（７番人気）
普通馬連票数 計１１０８７７３ 的中 �� ３３８４７（１１番人気）
馬単票数 計 ５９１７１２ 的中 �� １０７１４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３１４４ 的中 �� ９９７８（７番人気）�� ７１０１（１６番人気）�� ４３５９（２４番人気）
３連複票数 計１３１２０５１ 的中 ��� ９４４９（３９番人気）
３連単票数 計２４９００２５ 的中 ��� ３８３３（１５７番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１１．８―１３．１―１２．６―１２．２―１２．３―１２．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．６―４２．７―５５．３―１：０７．５―１：１９．８―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．５
１
３

・（５，９）１０（１，４，１４）１５（６，１１）（１２，１３，１６）－８（３，７）２・（５，９）（１０，１５，７）１，１２（４，１４，１１，１６）（６，３）１３，８，２
２
４

・（５，９）（１，１０，１４）４，１５（６，１１）（１２，１３，１６）（３，８）７－２・（５，９）－１５（１２，７）（１，１０）（４，３）１６（６，１１）２（１３，８）－１４
勝馬の
紹 介

メイショウダグザ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．１２．７ 阪神１着

２００６．３．１０生 牡５黒鹿 母 ロイヤルリフ 母母 Royal Revels １４戦４勝 賞金 ５３，１７３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケントラスト号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。

０２０３６ １月２９日 曇 良 （２３小倉１）第３日 第１２競走 ��１，２００�
お う ま

合 馬 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５４６，０００円 １５６，０００円 ７８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３６ � エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 上村 洋行平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-
nulty ４７４＋ ６１：０８．２ ４３．６�

７１４� ドリームピーチ 牝４鹿 ５４ 西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５０＋ ８１：０８．５１� ３０．３�
２４ クレムリンシチー 牡４栗 ５６ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５０４± ０ 〃 クビ １８．２�
４８ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 松山 弘平飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５０２＋ ８１：０８．７１� ４．６�
１１ � ライブリリュウショ 牡５黒鹿５７ 安藤 光彰加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５６０＋２８１：０８．８クビ ９７．７�
７１５ スマイルバラッド 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７８± ０１：０８．９� ４．４	
５９ フレイムヴェイン 牝４栗 ５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ２０．９

６１２ サクラティアモ 牝４青 ５４ 北村 友一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４１４－ ８１：０９．０	 １２．９�
３５ ケイエスショークン 牝４鹿 ５４ 長谷川浩大キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４４４± ０１：０９．１クビ ３３．４�
２３ � グリッターアイス 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio

Viscomi ４８２＋ ８ 〃 クビ １０７．９
４７ フランジパニ 牝４鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 松永 康利 日高 日高大洋牧場 ４３８－１２１：０９．４１� １１４．７�
７１３ パ シ ャ 牝４鹿 ５４ 西田雄一郎�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ３９８－ ２ 〃 クビ １７３．９�
１２ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 丸山 元気竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８６＋１６１：０９．６１� ３．８�
６１１ ソルプリマベラ 牝４鹿 ５４ 中舘 英二小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２６＋ ８１：０９．７クビ ８．６�
８１６ ラブチャーミー 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４４８－ ２１：０９．８	 １５１．８�
５１０ ノアウイニング 牝５鹿 ５５ 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４５６± ０１：１０．１１� ２０．５�
８１８ アイファーハイカラ 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４７０＋ ８１：１０．２	 １４．２�
８１７ ピンクジャスミン 牝４鹿 ５４ 田中 博康名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４４８－ ２１：１０．４１	 １４３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３９６，６００円 複勝： ３７，１８８，３００円 枠連： ２１，５７３，１００円

普通馬連： ６９，０１１，０００円 馬単： ４０，６４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８２８，０００円

３連複： ９８，５９９，１００円 ３連単： １７８，９０４，６００円 計： ４９７，１４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３６０円 複 勝 � １，０８０円 � ６９０円 � ６００円 枠 連（３－７） ３，６３０円

普通馬連 �� ３１，８２０円 馬 単 �� ５６，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，４１０円 �� ６，２６０円 �� ５，４３０円

３ 連 複 ��� １７７，４８０円 ３ 連 単 ��� １，０４７，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２１３９６６ 的中 � ３８７２（１２番人気）
複勝票数 計 ３７１８８３ 的中 � ８７６５（１２番人気）� １４３４４（１０番人気）� １６８０８（７番人気）
枠連票数 計 ２１５７３１ 的中 （３－７） ４３９３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６９０１１０ 的中 �� １６０１（７０番人気）
馬単票数 計 ４０６４５２ 的中 �� ５２９（１３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８２８０ 的中 �� ８７１（６７番人気）�� １１７３（６２番人気）�� １３５５（５８番人気）
３連複票数 計 ９８５９９１ 的中 ��� ４１０（３２４番人気）
３連単票数 計１７８９０４６ 的中 ��� １２６（１９１８番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１０．７―１１．４―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３２．９―４４．３―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．３
３ ・（３，２）１０（１，１６）１５（６，７，１１，１８）（８，９）（１２，１３）（４，１４）５，１７ ４ ３（１，２）１０（６，１５，１６）（７，８）（１２，１１，１８）（４，９）（１３，１４）－５－１７

勝馬の
紹 介

�エイシンダヴィンチ �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．５．２３ 中京４着

２００６．１０．１０生 牡５青鹿 母 Really Wild 母母 Nafees １２戦２勝 賞金 ２３，９５８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモピアチューレ号



（２３小倉１）第３日 １月２９日（土曜日） 雪後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６８，２１０，０００円
１，０９０，０００円
１２，１１０，０００円
１，９８０，０００円
１５，８７０，０００円
６１，４２３，５００円
４，８３６，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
１６３，４４４，８００円
２９６，９６１，０００円
１３３，２７７，７００円
４３１，２６８，１００円
２９５，１６０，８００円
１９４，９０６，４００円
６１４，２１５，３００円

１，０７１，１４３，２００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，２００，３７７，３００円

総入場人員 ４，９１４名 （有料入場人員 ４，４２９名）


